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○障がい者の職業訓練生募集
○障がい者の職業訓練生
募集
■募集人員：100 名（男女不問）
科

名

定

員

コンピュータ製図科

２０名

プログラム設 計 科

２０名

○平成 23 年度消防職員
年度消防職員採用試験
採用試験

商 業 デ ザイン 科

２０名

■受付期間：８月 22 日（月）〜９月 12 日（月）まで
（土曜日、日曜日は受付けません）
受付時間は、８:30 〜 17:15 までです。
■受付場所：朝倉市一木 18 番地 20
甘木・朝倉消防本部 総務課
■採用予定人員：消防職員 ５名程度
■受験資格：昭和 62 年４月２日〜
平成６年４月１日までに生まれた人
■第１次試験日：10 月 16 日（日）
■受験申込書：申込書は消防本部、消防署、分署、
出張所で配布します。
■問合せ先：甘木・朝倉消防本部 総務課人事係
電話：23‐2751
甘木・朝倉消防本部ホームページアドレス
http://www.amagi-asakura-jp/
ﬁre-departmenet/news.php

O A ビジネス 科

２０名

福 祉 住 環 境 科

２０名

験

○平成 23 年度行政書士
年度行政書士試験
試験
■試験期日：11 月 13 日（日）
■試験案内及び受験願書の配布期間
○配布期間
・郵送配布：８月１日（月）〜 26 日（金）
・窓口配布：８月１日（月）〜９月２日（金）
○配布場所
・郵送配布：（財）行政書士試験研究センター
〒 100‐8779 郵便事業㈱銀座支店留
・窓口配布：福岡県庁、地区県民情報センター
（北九州、筑豊、筑後、京筑）及び
福岡県行政書士会
インターネットによる受験申込
（財）行政書士試験研究センターホームページ
（http://gyosei-shiken.or.jp）から行う。
■試験会場：福岡工業大学
（福岡市東区和白東３丁目 30 番１号）
■受験願書受付期間：8 月１日（月）〜９月２日（金）
（インターネットによる申込の場合の締切は、
８月 30 日（火）の 17:00 まで
■合格発表日：平成 24 年１月 30 日（月）
■問合せ先：財団法人行政書士試験研究センター
電話：03‐5251‐5600
県市町村支援課行政係
電話：092‐643‐3073
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■訓練期間：１年間。但しプログラム設計科のみ２年間
■応募資格：身体障害者手帳所持者、又は取得可能
な方。身体障害者以外の障害をお持ちの方はご相
談下さい。
■応募受付期間：９月１日（木）〜 10 月７日（金）
■問合せ先：応募方法など詳しいことは、福岡障害
者職業能力開発校（電話：093‐741‐5431）又は、
お近くのハローワーク（公共職業安定所）にお問
合せ下さい。

○県立久留米高等技術専門校
県立久留米高等技術専門校訓練生
訓練生募集
募集
■訓練科名：①データーベースマスター科
（３ヶ月課程：定員 20 名）
②パソコン経理科３期
（３ヶ月課程：定員 25 名）
■応募資格：離転職者等で転職・再就職を希望する人
■募集期間：８月１日（月）〜８月 31 日（水）
■試験日：①９月 12 日（月）
②９月 13 日（火）
■訓練期間：① 10 月４日（火）〜 12 月 27 日（火）
② 10 月５日（水）〜 12 月 27 日（火）
■試験会場：福岡県立久留米高等技術専門校
■選考方法：筆記試験、面接
■経費：受験料及び授業料は無料（ただし、入校時
に教科書代等の経費が必要です。）
■応募書類：入校願書〔用紙は本人住所管轄の公共
職業安定所（ハローワーク）にあります〕
■問合せ先：福岡県立久留米高等技術専門校
電話：0942‐32‐8795

○「青年のつどい」参加者募集
■開催日：10 月 15 日（土）〜 16 日（日）
■開催場所：福岡県立社会教育総合センター
（糟屋郡篠栗町）
■対象：20 歳〜 30 歳くらいの人（定員 40 名）
■参加費用：無料
■申込締切：９月 28 日（水）
■問合せ先：福岡県選挙管理委員会
電話：092‐643‐3077

相

談

福岡法務局朝倉支局
無料法律相談

福岡法務局朝倉支局において、弁護士による法律
相談を実施します。相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。
■日時：９月 15 日（木）13:00 〜 16:00
■場所：福岡法務局朝倉支局１階相談室
朝倉市菩提寺 480‐6
■相談時間：１人 30 分
■定員：６人 ※申込先着順
■申込方法：電話により予約（8:30 〜 17:15）
※資力基準を満たす人を対象としますので、
申込時に収入などをお尋ねします。
なお、上記以外にも常設人権相談所を実施し
ています。
■問合せ先：福岡法務局朝倉支局
電話：22‐2455 FAX：22‐0676

○親と子のなやみ相談窓口の開設

■その他：電話予約時に、相談するときに持参する
ものなどの確認を必ずしてください。代理人が来
られる場合は委任状と代理人の本人確認をするた
めの運転免許証・保険証などを持参してください。

○解雇・雇止め集中相談会
突然、辞めてもらいたい（解雇）･次回の契約を
更新しない（雇止め）等言われた事がありませんか？
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
■日時：９月 28 日（水）９：00 〜 20：00
■場所：福岡県筑後労働者支援事務所
久留米市合川町 1642‐１
福岡県久留米総合庁舎１階
■電話：0942‐30‐1034
■相談無料・予約不要・秘密厳守

○全国
全国一斉「高齢者・障害者の人権あん
一斉「高齢者・障害者の人権あん
しん相談」強化週間
生活上の心配ごと、家庭内や近隣でのトラブル、
嫌がらせや虐待など、悩みや困りごとがある方は、
どんな些細なことでも構いませんので、ひとりで悩
まずに、お電話ください。人権擁護委員と法務局職
員が、無料で相談に応じます。なお、秘密は固く守
られます。
■日時：９月５日（月）〜 11 日（日）までの７日間
8:30 〜 17:00 まで
ただし、土曜日、日曜日は 10:00 〜 17:00 まで

■期間：９月９日（金）〜 10 日（土）
■相談時間：９:30 〜 16:30
■相談電話番号：093‐244‐3280
（開催期間中の臨時電話）
■面接相談会場：なかまハーモニーホール
■面接相談会場：
なかまハーモニーホール
（中間市蓮花寺３丁目７‐１）
■相談料：無料（電話代、会場までの交通費は自己
負担となります。）
電話：0570‐003‐110
■相談内容：子育て、いじめ、ひきこもりなど 20
（みんなの人権
110 番 全国共通 人権相談ダイヤル）
歳未満の子どもに関する悩みや相談
■問合せ先：福岡法務局人権擁護部
※面接の事前予約（電話：092‐643‐3388）
※面接の事前予約（電話：092‐643‐3388
）
電話：092‐832‐4311
■問合せ先：新社会推進部青少年課
電話：092‐643‐3388

○９月 11 日は「警察相談の日」
日は「警察相談の日」
○ ターンアラウンド請求書（事前送
付の老齢年金請求書）予約相談受付

警察では、県民生活の安全や平穏に関する相談や
警察へのご要望・ご意見にお応えする専用窓口とし
南福岡年金事務所では予約制による上記年金相談 て、警察本部に「警察安全相談コーナー」、各警察
署に「相談窓口」を開設しています。
を実施します。
■日時：９月 10 日（土）・11 日（日）
■予約相談受付内容：ターンアラウンド請求書
警察本部相談コーナーで臨時相談窓口を開設
（緑色封筒）の受付
※９月５日（月）から 11 日（日）までの７日間は、
■事前予約：相談ご希望の方は必ず事前に申込み下
福岡県内の警察署においても出長相談所などを開
福岡県内の警察署においても出長相談所などを開
さい。予約受付は相談日当日の１ヶ月前からです。
設します。
○予約先：南福岡年金事務所
■受付時間：９
■受付時間：
９:00 〜 17:45
電話：092‐552‐6118、6112
※注意：市町村役所にての予約の受付はできませ ■警察安全相談コーナー：福岡県警察本部庁舎１階
（福岡市博多区東公園７番７号）
ん。また、問合せなどがある場合は、すべて
■相談電話：ダイヤル回線 092‐641‐9110
南福岡年金事務所へお願いします。
プッシュ回線 ＃ 9110
■相談時間：平日９:00 〜 11:30
※「相談ごと」は相談窓口
相談窓口を活用してください。
を活用してください。
（祝日及び 12 月 29 日〜１月３日は除く） ※「相談ごと」は
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